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非破壊検査部門の頭文字 R(RT)，U(UT)，M(MT)，P(PT)，E(ET)，S(SM) を採った
ものである。

RUMPES（ランプス）とは：
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CIW通信編集委員会では、一層の内容充実を図るためRUMPES賞を設け、読者の皆様より原稿
を募集いたします。
内容：論文、随想などジャンルは不問。ただし未発表の原稿に限る
応募様式：A4判1～4頁（1,600～7,300文字＝図表除く）
提出期限：平成26年9月末日
掲載された論文の中から、委員会の選考により、RUMPES賞を贈呈いたします。奮ってご応募
ください。
申し込み・問い合わせは、CIW通信編集委員会（電話03-5823-6325）まで。
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１．はじめに

エネルギー輸送用パイプライン（導管）は、長距離輸送を
目的とする場合が多く、国土の狭い我が国ではその敷設場所
は公道等の地下とならざるを得ない。本稿では、地下埋設管
であるパイプラインの施工に関する技術ポイントを概説する。
また、パイプラインはその内容物によって、材料の選定、設
計方法等が異なるが、ここでは、鋼管による高圧ガスパイプ
ラインを主たる対象として記載する。
鋼管によるパイプライン輸送の歴史は意外に浅く、その起
源はシームレス鋼管と電縫管が採用され始めた1925頃の米国
での天然ガス輸送に遡る。それ以降、従来よりも軽量で安価
な鋼管材料によるパイプライン建設が米国内で急ピッチに進
められ、国内に膨大なパイプラインネットワークを形成する
に至った。
我が国においても、社会的なニーズを背景に天然ガス輸送
のための広域パイプライン建設が積極的に展開されており、
その安全・信頼性の向上および効率化のための様々な研究・
開発が行われている。その最新状況も含めて解説する。

２．パイプラインの設計

パイプラインの設計は、本管設計と、土木配管設計の2系
列に大別できる。
前者は、埋設管であることを考慮した材料、溶接、検査、
塗覆装および電気防食を含むパイプライン本管の設計であり、
後者は敷設する工法、ルートを決定するための設計である。
共に、現地の施工法を考慮しなければ設計は成り立たず、パ
イプラインの設計者には現地施工技術に関する知識が不可欠
である。また、各種パイプラインでは､各々の適用法規にその
技術基準が定められているので、設計者は予めその内容を勉
強・熟知しておく必要がある。

３．パイプライン本管の設計

３.１　材料設計

石油、ガス輸送の場合に適用される本管材料仕様は、JIS規

格或いは米国石油協会（American Petroleum Institute）のAPI
5L規格である。API規格は、長距離高圧パイプラインに適合
した規格であり、設計時に要求される鋼管材料の強度、溶接
性、靭性等が考慮されており、我が国でも一般化されている。
また、高グレード鋼管の規格化も進んでおり、現在高圧ガス
パイプラインではX80グレード（ＹＳ≧555MPa）までが使用
されている。
パイプラインでは、鋼管の外面は埋設管に特有の外面塗覆
装が施される。主たる塗覆装材には、FBE（Fusion Bond
Epoxy）およびポリエチレンが使用されているが、国内では
後者が圧倒的に多い。
我が国においては、道路にカーブが多く、且つ地下埋設物
が輻輳しているため、パイプラインも左右方向への水平曲が
り、上下方向の曲がり（伏越し部）が多くなる。また、幹線
道路、河川、鉄道等の横断部においても伏越し部が発生する。
これらの時には曲管（ベンド管）を採用する必要があり、こ
の線形設計、ベンド管の選定がパイプラインの敷設コストを
大きく左右する。
表1に、高圧ガスパイプラインで採用される代表的なベン
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写真1 コールドベンド加工状況

表1 高圧ガスパイプラインのベンド管



ド管を記載した。設計者は、その材料特性を十分理解し、配
管設計を行わなければならない。
写真１はコールドベンディングマシンによる曲げ加工状況
である。コールドベンドは、現場近傍の加工場で、直管をそ
のまま道路形状に合わせて曲げ加工することが可能であるた
め、現地の溶接リング数を削減し、効率的・経済的な施工を
可能とする。その適用のためには、設計段階で設計図面（施
工図面）へのコールドベンドの折込みが必要である。

３.２　溶接施工法の選定

海外のクロスカントリーパイプラインでは、Right of Wayと
呼ばれるパイプライン施工専用帯が長距離に亘って確保され、
広い作業範囲で掘削機、溶接機等の建機を大量導入した超高
速施工（Spread工法）が可能である。
しかし、国内の狭い公道内の作業範囲での埋設管施工では、
掘削・埋戻しという土木作業と鋼管の溶接作業とを効率的に
組み合わせて、施工進捗を上げなければならず、溶接には、
高品質且つ高速施工が要求される。そのため、従来から行わ
れている手動アーク溶接に加え、自動溶接工法の開発が積極
的に進められてきた。
高圧ガスパイプラインでは掘削溝（狭所）でも適用可能な
自動MAG溶接工法が開発・実用化されており、１リング当
りの溶接時間（アークタイム）を大幅に削減し、工事進捗の
向上に寄与している。（写真2）
自動溶接の開先形状は、通常V型40度が多いが、溶接時間
短縮を図るため、更なる狭開先への展開も進められている。
更に、シールド内配管等においては、配管・溶接作業と土
木作業が分離されるため、アークタイムの長短で工事進捗が
決定する。写真3は、内径Φ2,000mmのシールド内の600Ａ鋼

管自動溶接作業状況である。この場合自動溶接工法採用によ
り､手動溶接に比べ、工事進捗は表2に示す通り50％向上する。
500A以下の鋼管の全層MAG溶接は内面銅裏当金のセットの
困難さより従来は不可能とされてきたが、バッキングレス全
層自動MAG溶接技術も実施工へ適用開始された。2）

３.３　溶接検査方法の選定

埋設管の施工において、溶接作業時間と同様にその非破壊
検査時間の短縮は進捗率の向上に大きく寄与する。よって、
設計・積算時は自走式X線撮影装置（内部線源方式）や、X
線フィルム自動現像機搭載検査車といった埋設パイプライン
特有の検査設備を考慮することも必要となる。

３.４　現地塗覆装の選定

現地溶接部の塗覆装は、本管と同様にポリエチレンが使用
される。塗覆装材の選定には、防食上要求される絶縁性能だ
けでなく、長期的な耐劣化性能、鋼管との密着性能も考慮す
る必要がある。施工方法は、一般的にはガスバーナの手あぶ
りによる熱収縮であるが、火気使用が懸念される現場環境
（シールド内等）や、鋼管と塗覆装間に高い密着力（接着力）
が要求される設計条件下では、遠赤外線加熱による真空式自
動塗覆装機（写真4）が適用されている。

2 CIW通信 Vol.28 No.2 Spring, 2014

写真2 自動溶接機による溶接作業状況

写真3 シールド内自動溶接作業状況

表2 手溶接と自動溶接の能率比較＊



３.５　電気防食設計

埋設管の土壌腐食対策としては、本管の塗覆装だけでなく、
電気防食を併用する。電気防食は、当該パイプラインの規模、
環境等を考慮し、外部電源法か流電陽極法のどちらかの方式
を選択する。表3は両方式の特徴を取りまとめたものである。
なお、埋設部と架空配管部との取り合い部においては、絶縁
フランジ、絶縁継手等による管路の電気的絶縁を設計上考慮
しておく必要がある。

４．土木配管設計

４.１　ルート選定

パイプラインルートは、沿線環境・施工法・経済性・維持
管理を総合的に考慮して決定する。よって、当初選定された
ルートは、敷設環境、土質、既埋設物等を調査し､施工法を
決定した後に、そのルートの最適性を再評価する必要がある。

４.２　土質調査

パイプラインの土木配管設計は土質調査から始まるが、延
長が長いので地形、地質、敷設位置、深さから適切な調査を
選択し、効率的に計画する必要がある。
土質調査結果より、敷設ルート、敷設位置および敷設工法

の選定や補助工事の要否等を検討する。
一般に用いられる開削工事の工法選定（掘削、土留工法の
選定）時には土の種類、地下水の有無が重要な調査項目であ
る。埋設深さは3m程度までであり、軟弱地盤、岩盤、湧水
などの発生により掘削能率が著しく低下することがある。場
合によっては特殊工法の採用、補助工法の併用も必要となる
ため、地盤が悪いと予想される場合には調査掘りで、土質、
湧水量を確認することが望ましい。
推進工法・シールド工法および山岳トンネル工法等の非開
削工事では、パイプライン敷設のための土木工事が大規模と
なる。よって、土木設計のための土質データが要求され、地
質ボーリング、室内試験が行われる。これらの土木工事は、
道路本体の建設等とは異なり、あくまで施工のための仮設構
造物であり、パイプライン敷設後は、空隙を埋戻すことが多
く、経済性を最重要視した構造設計が必要である。
また、この時得られる土質データは、埋設管の沈下挙動の
検討や耐震設計にも使用される。
物理探査は、地表上から広範囲に土質を調査できるメリッ
トがあるため、周辺環境から掘削できない場合や初期の工事
計画段階などで行われることが多い。

４.３　既埋設物調査

市街地では道路下の既埋設物が輻輳しているため、設計段
階での既埋設物調査は大変重要である。
既埋設物としては、上下水道、ガス、電気、電話等の管路
や水路、人道等の構造物が挙げられる。その埋設深さや大き
さによって、パイプラインの敷設工法が変わることもあるの
で、位置と形状を正確に知ることが重要である。
既埋設物の調査は、まず当該埋設物管理者からの提示資料
で調査・確認する。次に現地で人孔や弁蓋、側溝を調査し、
埋設物の位置を直接測定により確認する。
最近では非開削で埋設物を探査する技術も進歩しており、
電磁波による地中レーダー探査が使われている。一般的には、
Φ５cm以上の埋設物は、適用深度2～3m程度であれば高い確
率で検知できるので、設計段階での有効な調査方法である。
しかし、資料や探査による調査では、実際の埋設物の位置
を正確には把握できないので、施工段階においては、調査掘
り（手掘り）による既埋設物の確認を慎重に行う必要がある。

４.４　敷設工法の選定

パイプラインの敷設工法は、工期が短く、経済的であり、
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写真4 真空式自動塗覆装機による作業状況

表3 電気防食法の比較



且つ土質や地下水の変化に対応し易いことから、開削工法が
最も多く使用されている。
まずはこの開削工法が適用できるルートを検討する。パイ
プラインの敷設場所は道路、農地、山林など様々であるが、
維持管理や占用の容易さから道路下が最も多い。敷設する道
路の選定は、交通量、既埋設物、周辺環境から総合的に判断
する。工事に伴う通行止めや交通渋滞の発生は極力避けるよ
うに計画しなければならない。
パイプラインの埋設深さは標準で0.8m～1.5m程度である。
近年は規制緩和により浅埋化も進んでおり、ガスパイプライ
ンの最低埋設深さは高圧で1.2m、中圧で0.6mまで緩和されて
いる。しかし、市街地や人家連担地区では他埋設物との離隔
距離を保つためにより深くする必要がある場合も多い。
従来、非開削工法（推進工法、シールド工法）は巨大構造
物、河川、軌条等の横断箇所にのみ採用されてきた。しかし、
近年非開削工法の開発（長距離化、低コスト化）が進み、開
削工法で以下のような問題が発生する場合には、道路縦断線
形の非開削工法も採用されるケースが増加している。
①著しい交通支障が生じる
②既埋設物が多く占用位置が確保できない
③補助工法、付帯設備工事等が割高となる
推進工法、シールド工法の比較は表4の通りである。

山岳地のパイプラインの敷設工法は、斜面での開削工法と
横断による山岳トンネル工法を比較して決定する。山岳トン
ネル工法は、開削工法よりも施工単価（ｍ当り費用）は割高
であるが、施工延長を大きく削減できる場合はコスト的に有
利となることが多い。

５．付帯設備の設計

高圧ガスパイプラインでは、ルート内数10ｋｍ毎に分岐・
減圧のためのステーションが設置される。ステーションの配

置計画と機能・システムは、将来的な供給計画をベースに
PFD（Process Flow Diagram）・P&ID（Piping & Instrumentation
Diagram）段階で決定される。パイプラインの設計段階では、
周辺地形、環境、および土質を調査した上で、具体的な詳細
設計を行う。

６．その他の設計

６.１　不等沈下設計

圧密や液状化によって生じる不等沈下が埋設管に過大な応
力を発生させることがある。特に露出管（固定点）から地下
に入る地点や、推進やシールド立坑内の立ち上がり配管箇所
等は沈下量の推定とその対策が必要である。ガスパイプライ
ンでは、沈下対策として伸縮管は使用せず、本管の管厚や強
度を上げる方法、或いは2重管構造の鞘管内で鋼管のフレキ
シビリティを利用して沈下吸収する方法が採られる。埋立地
等で更に大きな沈下が予想される場合には、曲管或いはルー
プ配管を設置することも行われている。
また、沈下の大きな場所では、定期的に沈下量を測定する
ため、管に沈下測定棒を設置する。

６.２　耐震設計

我が国のパイプラインの耐震設計技術は、世界の頂点にあ
り、各種パイプラインでその耐震設計基準が制定・改訂され
ている。埋設管であることから、地盤変位との相互作用をベ
ースとしたひずみ設計が耐震設計基準に取り入れられており、
大地震の地震動による地盤変位、液状化による側方流動や地
盤沈下に対して信頼性の高い安全性照査が可能である。
最近では、高グレード鋼管を対象として、材料設計、溶接
設計までも考慮した耐震設計（Strain Based Design）の研
究・開発も活発に行われている。

７．おわりに

パイプラインは、正に我々の生活と産業の維持・発展に不
可欠なライフラインである。今後も関連技術開発とその現場
適用を進め、パイプライン業界の発展と、社会の安心・安全
に貢献し続けたいと考える。
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表4 推進工法とシールド工法の比較



１．はじめに

圧力設備の製造時に行う溶接継手の非破壊検査に
はこれまで放射線透過試験が用いられているが、近
年TOFD法などの超音波探傷試験の進歩でASMEで
はCode Case2235（ASME Sec. VIII Div.2やDiv.3では
既に規格本体に取り込まれており、今後、Sec. I、
Sec. VIII Div.1及びSec. XIIでも本体に取り込まれる
見込である。）に代表される規格が整備され、実際
に放射線透過試験に代えて超音波探傷試験を適用す
ることが行われてきた。日本でも放射線透過試験に
代えて超音波探傷試験を適用する要望が圧力設備業
界で高いが、国内規格が整備されていないことが適
用の障害となっている。このため、(一社)日本高圧
力技術協会(HPI)にて、現場での知見も取り入れた
新しいHPIS E101「圧力設備の溶接継手の超音波探
傷試験による非破壊検査方法」を制定した。この規
格制定の背景と規格内容について解説する。

２．規格制定の背景

圧力設備は製造時に溶接継手に対して非破壊検査
を行い、有害なきず（欠陥と言う）が存在すればき
ずの除去や補修を行って、安全に使用出来るように
する。表面に存在するきずに対しては磁粉探傷試験
や浸透探傷試験などの試験による表面検査を行う
が、内部あるいは背面に存在するきずに対しては放
射線透過試験や超音波探傷試験による体積検査を行
う。
体積検査として実施される放射線透過試験は試験

検査手法が規格化されており、一定の技術を持つ者
が行えばそれなりの評価結果が得られ、かつ試験結
果をフィルムで記録として残すことが出来るために、
圧力設備に関する法規・規格では体積検査として優
先して適用すべき試験方法とされている。
それに対して超音波探傷試験は割れに対する検出

感度が高い、試験時の安全性が高い、必要な試験時
間が短く効率的であるなどの長所はありながらも記
録性に劣り、きずの検出精度は試験員の技量による
ところが大きいなどの欠点があり、放射線透過試験
が難しい場合に代替手法として認められる位置付け
である。しかしながら近年、超音波探傷試験に関し
て目覚ましい技術の進歩があり、コンピュータ技術
の進歩に支えられたTOFD法やフェーズドアレイ技
術による画像化探傷手法が開発されて実用化されつ
つある。これらの手法ではマニュアル超音波探傷試
験の欠点をカバーし、探傷試験データの記録が可能
となり、かつ試験員の技量による影響を低減し安定
した試験が可能となってきた。
これら超音波探傷試験技術の進歩に伴い、ASME

では放射線透過試験に代えて超音波探傷試験を適用
する非破壊検査の規格が1996年にASME Code Case
2235として制定された。その後もASME Code Case
2235に相当する規定が、ASME Sec VIII Div.2では本
文の7.5.5項に取り込まれ、更にASME Sec.VIII Div.3
では高圧容器の割れを始めとするきず検出に超音波
探傷試験の方が有利であると判断されて、超音波探
傷試験が放射線透過試験に優先して適用すべき内容
となっている。
しかしわが国では要望が多いにも関わらず、圧力

設備の製造時に行う溶接継手の非破壊検査では放射
線透過試験に代えて超音波探傷試験を適用すること
が現実には難しく、その要因の一つは超音波探傷試
験による非破壊検査方法の規格が無いことであっ
た。このためその障害を無くすべくHPIにて、その
規格を作成した。

３．HPIS E101制定の経緯

HPI圧力容器規格委員会の下部委員会として圧力
設備の各分野の専門家を集めて非破壊検査規格分科
会を平成22年6月に設置し規格原案を作成する活動

２．圧力設備溶接継手の超音波探傷試験による
非破壊検査規格HPIS E101について

東洋エンジニアリング株式会社　酒井　健二
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を行った。準備委員会１回、作業部会3回、非破壊
検査規格分科会8回の作業と審議を経て規格原案が
作成され、更に圧力設備規格審議委員会の審議とパ
ブリックコメントの実施を経て平成25年9月26日付
にてHPIS規格として正式に制定された。
この非破壊検査規格分科会の委員構成を以下に示

す。
非破壊検査規格分科会の委員構成
（主査）酒井　健二　東洋エンジニアリング(株)
（委員）荒川　敬弘 (株)IHI検査計測

工内　一郎　(株)日本製鋼所
佐藤　長光　(一財)発電設備技術検査協会
杉本　隆之　日鋼検査サービス(株)
田上　稔　　(株)IHI
田原　隆康　石油連盟
永井　辰之　非破壊検査(株)
長濱　憲之　神鋼検査サービス(株)
東岩　厚史　日立造船(株)
福冨　広幸　(一財)電力中央研究所
八木　裕　　(株)神戸製鋼所

本規格が制定されたことにより国内ではASME規
格と同等の圧力容器設計規格において、例えばJIS B
8265 8.3 a)、 JIS B 8266 11.3 a)、 JIS B 8267 8.3 a)、
特定設備検査規則第31条第1号及び第2号に規定され
た放射線透過試験に代えて超音波探傷試験による非
破壊検査を適用する道が開けることが期待される。

４．HPIS E101の適用範囲

この規格はCode Case 2235-10を参考に作成した。
圧力設備の製造時の放射線透過試験に代わる超音波
探傷試験による非破壊検査を適用するのが主旨であ
るが、現地で溶接される継手の検査及び供用開始後
の改造工事による溶接継手にも適用できる。
材料中に於ける超音波の伝搬特性は材料の種類と

組織により異なり、その結果きずの検出特性も異な
ってくる。材料がフェライト系の場合は溶接部も含
めて超音波の伝搬特性が安定しており、今まで圧力
設備業界ではフェライト系鋼に対して超音波探傷試
験による非破壊検査方法が採用されてきたので本規
格を適用できる材料はフェライト系鋼とした。
Code Case 2235では超音波探傷試験方法は限定し

ていないが、国内で普及しCode Case 2235での適用
事例があるのはTOFD法であるため、本規格では採
用する試験方法はTOFD法に限定した。
Code Case 2235では設計規格ASME Sec.VIII Div.1
およびDiv.2を対象に検査規定の中に判定基準まで規
定されているが、本来判定基準は設計規格側で規定
すべきであることから、本規格では判定基準を本文
から除外し、附属書に参考としてCode Case 2235-10
による判定基準を記述するに留めた。

５．HPIS E101の規定内容

１）技術者の資格

試験検査の実務を行う試験技術者に必要な資格は
JIS Z 2305（NDTレベル2以上）を参照しているが、
これに限定されず他の規格、例えばASNT SNT-TC-
1Aに相当する資格でも良い。また検査結果の品質を
確保するために手順書を承認する技術者と記録を最
終承認する技術者は試験技術者とは別の技術者とす
ることを明記した。
２）試験方法

きずが検出された場合、その長さと高さを測定す
る必要が有る。長さと高さの測定方法は他規格から
の引用ではなく、手順書にその測定方法の記述を要
求している。また確認試験においてその測定方法を
含めた手順書の妥当性を確認することを要求してい
る。つまりきずを検出する探傷方法のみならず、き
ずの長さと高さを測定する測定方法を確立すること
も確認試験で要求している。
なお、TOFD法においては表面や裏面不感帯が生

ずることから、それら領域の健全性を確認するため、
また検出されたきずの寸法測定、ならびにきずの詳
細確認を行うためにTOFD法以外の手法を併用して
適用することが望ましい。
３）手順書

ASME Sec.V Article 4 Appendix IIIと現場での実際
も考慮して手順書に記載すべき項目を細かく規定し
た。
４）確認試験

試験体はJIS B 8265付表１に示すP番号が同じ材料
とすることを明記した。
試験体の厚さはASME Sec.Vによれば溶接部の厚
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さの±25％の範囲内で良いが、TOFD法による超音
波探傷試験の場合は探触子と対象溶接部との幾何学
的な位置関係が重要で、現場でもより厳しい条件で
試験体が製作されている実態があるため、試験体の
厚さは溶接部の厚さの±10％の範囲内と厳しくし
た。
また溶接線に直角で肉厚方向に延びる横割れがあ

る場合、溶接線に平行方向の縦割れを主眼にした探
傷方法では検出できない可能性がある。したがって、
確認試験体に溶接線に平行の縦割れ及び直交方向の
横割れを模擬した人工きずを用いて確認試験を実施
することとした。
溶接継手が厚い場合、その全厚を複数の領域に分

割して探傷する場合がある。その場合、各領域にお
ける検出能を確認するために、分割領域ごとに少な
くとも１つの人工きずを配置することとした。本規
格では、探傷感度の調整について、NDIS 2423ある
いはASME Sec.V Article4と同様に人工きず、横穴、
スリット及び結晶粒ノイズ等を用いることを明記し
ているが、詳細な条件までは規定していない。実際
の探傷感度については、確認試験において確立する
必要がある。
５）試験実施手順

試験の範囲はCode Case 2235-10の(a)では溶接部
の厚さが200 mmを超える場合は溶接部を含み両側
にそれぞれ50 mmの範囲を探傷する規定となってい
るが、現場ではこの規定が適用された例は少ない。
多くの場合は溶接部を含み両側にそれぞれ実際の熱
影響幅に6 mmを加えた範囲を探傷することが多く、
これによらない場合でも溶接部を含み両側にそれぞ
れ25 mmの範囲を探傷すれば十分なのでそのように
規定した。
探傷時の未処理状態の全波形データはデータ量が

膨大で検査記録に添付することは容易ではないので、
発注者から要求があった場合のみ電子データで検査
記録に添付する規定とした。
６）きずの評価

きずの評価はCode Case 2235-10に準じた内容にな
っている。
TOFD法で測定されるきずの大きさは、特定方向

に探触子を走査させた場合の値であり、きずの位置

や形状などによっては、実際のきずの大きさに対し
て誤差を生じる可能性が有ることについて注意しな
ければならない。したがって、きずの評価を行う場
合には、TOFD法以外の手法を併用してきず位置や
形状などについて十分な確認を行うことが望ましい。
７）きずの合否判定

既に述べたように規格本体にきずの合否判定を規
定することは止め、きずの合否判定は適用する圧力
設備の規定による旨記述するに留めた。附属書に参
考としてCode Case 2235-10による判定基準を記述し
ている。
８）記録

試験・検査で実際に行われる内容を反映して細か
く規定した。
９）Code Case 2235の修正点

Code Case 2235の近接きずの取り扱い基準やきず
の判定基準はASMEで見直され次の改正で修正され
ることが分かっているため、これらの修正点は全て
先取りして本規格に反映した。

５．おわりに

圧力設備の製造時に行う溶接継手の非破壊検査に
放射線透過試験に代えて超音波探傷試験も適用でき
るようにすることは時代の流れでもあり、関連業界
からその実現が望まれている。
HPIS E101の制定により、我が国において放射線

透過試験に代えて超音波探傷試験を適用する上で、
適用する規格が存在しないという障害は除かれたと
いえるが、現実には超音波探傷試験の適用は必ずし
も関係機関の合意が得られているとはいえず、未だ
容易ではない。適用を実現して行くためには関係業
界が足並みを揃えて、圧力設備の溶接継手に対して
超音波探傷試験を適用することの妥当性を説明し、
社会的合意を得ていくことが必要であろう。

参考文献

1) 共立出版「超音波による欠陥寸法測定」編集委員会代表　小林
英男、大岡紀一、牧原善次
2) ASME Code Case 2235-10 Use of Ultrasonic Examination in
Lieu of Radiography
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「探傷感度の調整にA2形系標準試験片を用いた鋼
管円周継手の超音波探傷試験法に関する指針（2013
改定）」は昨年発表し、案内、本文、解説を当協会
のホームページに掲載した。検査関係者は必要に応
じてダウンロードし活用されることをお願いする。
なお、指針の適用にあたっては工事監理者の承認を
得る必要があるので、検査要領書や打ち合わせ事項
での提示をお願いする。
そこで、ここでは指針適用の利点および注意事項

を説明する。
建築鉄骨に鋼管が使用される場合、日本建築学会

の超音波探傷検査規準では、外径500mm以下の円周
継手には対比試験片RB-A6を使用してエコー高さ区
分線（DAC）を作成し、探傷感度を調整するように
規定されているが、RB-A6の使用に関しては次のよ
うな問題点のあることが広く知られている。
①RB-A6が用意されていない。材料の発注時にRB-
A6の作製が必要だと認識されていなかったり、余
材がとれずRB-A6を作製できないことなどが考えら
れる。
②RB-A6ごとによる感度のばらつきが大きく、同じ
ような外径であっても工場や工事ごとに探傷感度
が大きく異なることがある。これはRB-A6が必ずし

も専門の製作所で製作されるわけではなく、一般
の鉄骨製作工場で製作され、十分な検定が行われ
ずに使用されることも多く、標準穴の傾きの精度
などが感度のばらつきに大きく影響していると考
えられる。
③RB-A6は通常0.5Sと1.0Sの2点でDACを作成するた
め、板厚が15mmを超えると、0～0.5S（DACが水
平になる）範囲はSTB-A2より評価が厳しくなり、
板厚の厚い鋼管では表面から浅いところの欠陥に
対する感度が必要以上に高くなる。例えば図1のよ
うに、板厚が厚いRB-A6で作成したDACが図の実
線、STB-A2で作成したDACが図の破線のようにな
ると、ビーム路程の小さいところではきずエコー
の評価が異なる。
④一般にRB-A6は重量が重く携帯には不向きであり、
検査会社が受入検査ごとに持ち込むには適さない
ことが多い。

３．探傷感度の調整にA2形系標準試験片を用いた鋼管円周継手の
超音波探傷試験法に関する指針(2013改定)の適用について

一般社団法人CIW検査業協会　技術委員会
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図1 板厚が異なる場合のエコー高さ区分線 図2 振動子が10mmの場合のすき間の大きさ



⑤鋼管のような閉鎖断面の溶接部は表面に近い欠陥
がより強度に影響するので、1回反射法にも重点を
おく必要がある。
指針の作成はこれらの問題点を改善する目的で

2010年に始められ、2011年に指針案を提示し、2013
年にその改定版を発表した。
しかしながら、指針がすべての場合のRB-A6作製

に替えられるわけではなく、次のような場合はRB-
A6を作製すべきである。
①外径が100mm未満の場合。図2に示すように外径
が100mm未満になるとすき間の大きさが急激に大
きくなり、指針の延長ではカバーできない。
②対象物の表面粗さが著しく粗く、STB音速差が
STB-A2と大きく異なる場合。
指針の本文を次に示す。

１．総則

１.１　適用範囲

この指針は直径（外径）100mm以上500mm以下
の鋼管円周継手溶接部に超音波探傷試験を適用する
場合で、A2形系標準試験片を使用して探傷感度の調
整を行う場合に適用する。なお、適用する鋼材の種
類はSTKN400、490及びSTK400、STK490とする。

１.２　一般事項

本指針に規定する以外の一般事項は日本建築学会
「鋼構造建築溶接部の超音波探傷検査規準・同解説」
及びJIS Z 3060「鋼溶接部の超音波探傷試験方法」
による。

２．探　傷

２.１　探触子

使用する探触子は周波数5MHz、振動子の寸法
10mm×10mm、公称屈折角70度または65度とし、
当該工事の超音波探傷検査要領書に規定されたもの
を用いる。探触子の接触面の曲面加工は行わない。

２.２　エコー高さ区分線

A2形系標準試験片のφ4×4mmにより作成した距
離振幅特性曲線によるエコー高さ区分線を使用す
る。

２.３　探傷感度

A2形系標準試験片またはA3形系標準試験片のφ
4×4mmのエコー高さを、公称屈折角70度ではH線
に、公称屈折角65度ではM線に合わせた後、直射法
を適用する場合は(1)、1回反射法を適用する場合は
(2)によって感度補正量を求める。
(1) 直射法を適用する場合

直径D（mm）に対する感度補正H（dB）は次の
式１で求めるか表１の値とする。

H＝12－0.02×D(小数点以下は切り上げる)……式1

(2) 1回反射法を適用する場合

直径が板厚の15倍未満の場合は直射法の感度にさ

らに+4dB高める。
なお、直径が板厚の15倍以上の場合は直射法の感

度と同一とする。

おわりに

本指針は今回の改定版で、探傷感度の補正量を外
径に対する1次式で表したことによって、より実用的
になったと考えているが、RB-A6の板厚が15mm未満
の場合（STB-A2でDACが水平になる範囲）について
はさらなる工夫が必要であると考えられる。本指針
についてご意見、ご提案など頂ければ幸甚である。
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表1 直径に対する感度補正量



１．諸言

鉄鋼構造物の表面に発生するき裂は重大事故の原
因になる可能性があるため、保守検査として、従来
から一般的に磁粉探傷試験または浸透探傷試験が適
用されている。これらの手法は、検査時に腐食防止
の塗膜を剥離、および再塗装する必要があり、コス
トの低減・作業の省略化が課題となっている。
そこで弊社では、塗膜を剥離せずに高感度な表面

検査が可能であり、フィールドにおいても容易に使
用することができる小型・軽量の渦電流探傷装置
「Mobile EDDy」を開発した。また、溶接熱影響部
（HAZ部）のクラックに対する基本検出性能を、
POD（Probability Of Detection）解析によって定量
化した結果を以下に報告する。1）

２．携帯型渦電流探傷装置
「Mobile EDDy」の開発

渦電流探傷試験では、探傷表面からプローブが離
れると渦電流密度が減衰する。そのため、塗膜厚さ
が厚くなるにしたがって、クラックの検出性が低下
する。本装置では、励磁エネルギーを高くすること
ができる一様渦流方式を用いることで、塗膜がされ

た溶接部のきず検出性を高くすることとした。2）3）

また、橋梁などの一般産業用鉄鋼構造物の塗膜上か
らの検査を対象として、一様渦電流プローブを用い
た小型、軽量で操作も容易な渦電流探傷装置「Mo-
bile EDDy4）」（図1参照）を開発した。以下にMobile
EDDyの基本仕様を示す。
なお、図1左図のMobile EDDy S100を1号機とし

て開発し、機能の向上と小型、軽量およびタッチパ
ネル式のMobile EDDy S100A図1右図の2号機として
開発した。
(a) 電源：バッテリーおよびAC100V

（バッテリー駆動時間：連続4時間以上）
(b) 装置寸法：W250×H200×D65（1号機）、

W270×H190×D30（2号機）
(c) 装置重量：3.0kg（本体：2.5kg、

バッテリー：　0.5kg）（1号機）
1.5kg（本体：1.0kg、
バッテリー：0.5kg）（2号機）

(d) 試験周波数設定：1kHz～1MHz
(e) 感度設定：10～60dB（0.1dBピッチ）
(f) 位相設定：0～359°（0.1°ピッチ）
(g) データ保存：装置内部およびUSBメモリーへの

保存

4．フィールド検査に適したMobile EDDyの紹介とPOD解析

(株)IHI検査計測　戸部　訓子
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図1 Mobile EDDyの外観写真（左図：1号機、右図：2号機）



３．POD解析

非破壊試験において検査能力を定量的に把握してお
くことは検査の信頼性確保にとって極めて重要なポ
イントである。本報告ではMIL-HDBK-1823のPOD解
析手順に従い、POD Transfer Function手法5）、6）を
用いてMobile EDDy装置の欠陥検出能力を定量的に
把握することとした。PODとはProbability Of Detec-
tionの略であるが、本報告では欠陥検出確率と呼ぶ
ことにする。
POD Transfer Function(POD変換関数)を用いた手
順は、2005年2月の米国において航空エンジン部品
に対して提案された方法で、ラボ試験で自然に近い
欠陥（疑似欠陥）とEDM人工欠陥との相関をとり、
EDM人工欠陥から自然に近い欠陥に変換することに
より、間接的に複雑形状の実体部品における自然に
近い欠陥のPODデータを得る方法である。

４．欠陥検出能力の定量的把握

本研究では、SM490A材突合せ溶接部のHAZ部の
溶接方向に長さと深さ（L/D）の相関性がほぼ3.0と
なるような疲労クラック（疑似欠陥）と疲労クラッ
クと同サイズの放電加工による半楕円形状のEDM人
工欠陥を用いて長さ方向に平行に探傷する場合の
POD曲線を取得し、欠陥検出限界値a90/95を明確にす
ることとした。

まず、最初にPOD変換関数を求める試験を行った。
EDM人工欠陥および疲労クラックについての渦電流
探傷試験結果を図2に示す。渦電流信号強度はEDM
人工欠陥に比べて、疲労クラックのほうが全体とし
て低下していることがわかる。EDM人工欠陥および
疲労クラックそれぞれに対するECI信号強度との関
係式から、以下のPOD変換関数の(1)式が得られる。
DFatigue(Actual)は疲労クラックの計算された深さを、
DEDM(Actual)はEDM人工欠陥深さの実測値を示す。こ
の式がEDM人工欠陥深さから疲労き裂深さへ変換す
る際の変換式となる。

DFatigue(Actual)=1.52×（DEDM(Actual)）0.85…(1)式

次にL/Dが3の半楕円状EDM人工欠陥各種46個に
ついて渦電流探傷試験を行い、取得したデータを(1)
式にて疲労クラックに変換し、POD解析をした結果
を図3に示す。このPOD曲線から疲労クラックでの
欠陥検出限界値a90/95は、深さ1.23mmとなり、長さ
は3.69mmと算出することができた。また図4に示す
ようにEDM人工欠陥の欠陥検出限界値a90/95は、深
さ0.778mm、長さ2.33mmと算出できたことから、疲
労クラックとEDM人工欠陥の場合では、約1.6倍の
違いがある。この値は(1)式のPOD変換関数から求め
られる値1.52にほぼ等しいことから、本手法の妥当
性を確認することができた。
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図2 疲労クラックおよびEDM人工欠陥からのET信号強度 図3 疲労クラックのPOD曲線



５．結言

(1)塗膜を剥離することなくバッテリー駆動による、
き裂検査が可能な携帯型渦電流探傷装置「Mobile

EDDy」を開発することができた。
(2)本装置での疲労クラックの欠陥検出限界値a90/95
は、深さ1.23mm、長さは3.69mmであることが分
かった。

６．今後の課題

フィ－ルドにおける検査においては、探傷部位、
表面粗度、溶接余盛形状、塗装等の様々な条件が異
なることから、今後、フィ－ルドにおいて実環境に
おけるデータを蓄積し、実検査における能力評価の
定量化を目指す予定である。
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私の生まれは宮城県。2011年3月11日に発生した東日
本大震災で未曾有の被害に遭った県の一つであります。
あれから丸3年が過ぎましたが、まだまだ、復旧、復興
は進んでいません。そんな古里・宮城県にも沢山の観
光客が来てくれることを願いながら書いてみました。
宮城県は1600（慶長5）年、仙台藩62万石伊達政宗公
がこの地を建設し東北地方の経済・文化の中心地とし
て、今なお発展し続ける宮城県を紹介してみたいと思
います。
一つ目の自慢は観光地。「広島県の宮島」「京都府の
天橋立」と共に日本三景の一つに数えられる天下の名
勝地・松島は、年間約350万人が訪れる宮城県を代表す
る観光地です。俳人・松尾芭蕉が「松島やああ松島や
松島や」と詠まれたように、澄みきった青い海に浮か
ぶ大小あわせて260以上の島影が壮観です。やはりこの
松島の魅力を探るなら、遊覧船に乗って島々を巡るの
がお勧めです。きっとカモメが出迎えてくれるはずで
す。
また、松島には伊達政宗公が諸国から招いた130人の
名工に命じ十数年の歳月をかけて完成した国法瑞巌寺
があります。当時主流の美術・桃山様式を採用し、寺
院でありながら絢爛豪華な造りであり、「もう一つの仙
台城」とも呼ばれています。すぐそばには、これも国
の重要文化財に指定されている五大堂が日本三景松島
の景観に落ち着きと好景観を与えています。仙台港、
塩釜市、東松島市、石巻市、南三陸町、気仙沼市は津
波で大きな被害を受けましたが、早く以前の美しい姿
を取り戻し沢山の観光客が訪れてほしいと思います。
二つ目の自慢は、温泉です。宮城県は温泉の無いと
ころが「無い」と言われるほどで、その源泉数は750ヵ
所にも及びます。奥州三名湯として知られる秋保温泉
をはじめ、宮城県には名湯と呼ばれる温泉地が数多く
あります。野趣あふれる露天風呂やランプの灯りが幻
想的な温泉宿からリゾートホテルまで、その表情は千
差万別であり、「杜の都」仙台の周囲にも沢山の温泉が

点在しています。中でも秋保温泉と作並温泉はいずれ
も「仙台の奥座敷」として古くから親しまれています。
また、蔵王連峰の山裾のあちこちに幾筋もの湯煙が立
ち上がり、蔵王のシンボルである「御釜」から青根温
泉、我我温泉、遠刈田温泉と流れ続きます。
三つ目の自慢は、美味しい食べ物です。宮城県のお
米は「ササニシキ」「ひとめぼれ」と昔から日本を代表
する横綱です。美味しいお寿司屋さんで使用する「シ
ャリ」は宮城県のお米が多いようです。また、宮城県
は魚の水揚げが全国トップクラスであり、魚はもちろ
んですが「牡蠣」も有名です。牡蠣の水揚げ量は広島
県に続く第2位であり、その半分は石巻産です。ほかに
も、白石市の温麺（うーめん）は素麺とは異なり、製
造工程において油を使用していない昔ながらの白く短
い麺は、今も隠れたファンが多いと聞きます。ほかに
も「牛たん」「笹かまぼこ」「ずんだもち」「仙台駄菓子」
など名産品が沢山あります。
宮城県慶長使節船ミュージアム「サン・ファン館」
も人気スポットの一つに挙げられます。今から500年前
に伊達政宗公の命を受け、ヨーロッパに渡った支倉常
長一行を乗せ、太平洋を往復した木造様式帆船「サ
ン・ファン・バウティスタ」（復元船）は東日本大震災
と翌年4月の強風によりマスト折損など大きな被害を受
けましたが、補修を終え、昨年11月再開館を果たしま
した。また、「サイボーグ009」「仮面ライダー」の生み
の親、漫画家・石ノ森章太郎氏も宮城県出身です。
激しい揺れに、大津波に、そして見えない放射線に
おののいた東日本大震災から3年。あの日以来、誰もが
願ってやまない復興ですが、その姿は歳月と共に大き
く変化していくことでしょう。
我が社が検査を始めたのは1973年ですから、超音波
検査の先がけの頃です。先日、一般社団法人日本溶接
協会より永年認定事業者として表彰状をいただきまし
た。これからも社会の安心と安全の確保に努め発展を
期する所存です。

５．お国自慢・我が社の自慢
――東日本大震災の被災地・宮城県

富士検査株式会社　高橋　辰夫
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「非破壊検査」の世界で暮らして43年が過ぎた。学
生運動が鎮まって、その残り香も消えようとする大
学院を飛び出して、文字通り着の身着のままで、ま
ったく何も知らずに今の「非破壊検査」の会社に飛
び込んだ時のことを、つい昨日のように思い出す。
小顔に生まれついた所以で、ヘルメットが全く似

合わない検査員で、まるでヘルメットが歩いている
ようだと揶揄されたものだが、本人は無我夢中で
「非破壊検査」なるものを実施していた。初めての
検査は、石油精製プラントにある縦型加熱炉チュー
ブのスケール撮影であったが、10キュリー（375GBq）
のイリジウム192を用いた。大学の実験で使っていた
放射性同位元素はせいぜいマイクロキュリーのオー
ダーであったので、10キュリーと聞いて始めは信じ
られない思いであった。狭いマンホールから潜り込
んで、ほこりだらけの炉内でフィルムと線源をセッ
トし、またマンホールから脱出することの繰り返し
であったが、現像されたフィルムにカーボンスケー
ルが見事に写っているのを見て、ナルホドと感動し
たものである。
石油精製プラントの常駐検査員として勤務した時

には、シャットダウンでは目視検査員として種々の
装置を見て回った。常圧蒸留塔では、最上部のマン
ホールから中に潜り込んで、内部構造の異常を目視
する。トレイのバブルキャップの損傷、支持金物の
割れ、スケールの堆積などを調べながら、ダウンカ
マーを伝って下部に降りていく。真っ暗で油の臭い
と汚れに悩まされながらではあるが、一人で黙々と
検査を続けていると、不思議な声が聞こえてくる。
それは高温の原油を内部に張り込まれ、振動と高熱
で各所に傷を負いながら、ひたすら蒸留を続ける塔
が発する悲鳴であり、今、検査員によって満身の創
痍を検出してもらい再び健全に立ち返れることへの
安堵の溜息であるかもしれない。
常圧蒸留塔の塔頂からプラントを見渡すと、多く

の装置・配管からの悲鳴が聞こえてくるような気が
する。その悲鳴に答えるために、私はそれら装置や
配管のことをもっとよく知り理解してやらねばなら
ない。その理解の上に立って、彼らの痛がっている
ところを的確に慰撫してやらねばならない。それを
強く思った。
再び、「非破壊検査」の世界で43年を暮してきた。

この仕事を継続できた根元には、酷使されても物言
わぬ人工構造物が「助けてくれ」と発する悲鳴があ
るように感ずる。決して満足な「検査員」ではなか
った気もするが、検査する相手を知り、何を見つけ
なければならないかを理解し、それに応ずることの
出来る技術を工夫し、現場で似合わないヘルメット
姿で油まみれになる。それが自分にとっての楽しみ
であった。
もう現場に立つことが許されない年齢になったが、

曾て現場に視察に来た会社トップから、「お前は現
場にいる時が一番生き生きしているな！」と言われ
たことを鮮明に思い出す。
これから、「非破壊検査」の技術は変貌していく

のであろうが、「検査員」としての根本の気持ちは廃
れないで欲しいものである。

６．随想――常圧蒸留塔との対話

非破壊検査株式会社　末次　純
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CIW検査業協会だより

☆理事会の開催について

平成25年度第5回理事会を3月13日(木)に開催し、会務報告、
各理事報告等の報告及び第3期(平成26・27年度)役員選挙公示
後の理事就任辞退及び本会代表者変更が承認され、下記のと
おり選挙結果が確定しました。
理事　逸見俊一　(株)検査サービス

安藤純二　(株)ジャスト
佐藤文俊　日本工業検査(株)
上野道昭　(株)関東エンジニアリングサービス
菅沼昭美　東京理学検査(株)
辻　憲一　(株)ダンテック
末次　純　非破壊検査(株)
松田正英　エース・エンジニヤリング(株)
井手　茂　東亜非破壊検査(株)
八野秀幸　新日本非破壊検査(株)

監事　笠岡和昭　(株)シーエックスアール
また、平成26年度第1回の新旧合同理事会を4月8日(火)に、
同第2回を4月17日(木)に開催し、第3期第6回通常総会（平成26
年5月13日(火)於：浜松町東京會舘）において審議・報告予定

の議案の審議を行いました。

☆東京都検査機関登録制度について

平成26年度の新規・更新・定期審査申請の受付期間は平成
26年7月1日(火)から11日(金)です。

☆今後の研修会予定について

①NDI―レベル3（二次試験)のための受験対策講習会（協
賛：(一社)日本非破壊検査工業会)平成26年4月26日(土)～
27日(日)。今回は、RT・UT・PTの三部門とも同日に大阪
開催となります。

②～東京都知事が認定する研修会～[建築物の工事における
試験及び検査に関する研修会]
第1回：平成26年5月25日(日)：川崎
第2回：平成26年8月3日(日)：川崎
＊「研修会」の詳細・お問い合わせ等は、CIW検査業協会
事務局（03-5820-3353）まで。また、当協会ホームページ
(http://www.ciw.gr.jp)にも順次掲載いたします。

一般社団法人CIW検査業協会

CIW認定に関するお知らせ
2014年4月1日付で認定されたCIW認定事業者のう

ち、ここでは2013年10月1日付認定から変更のあった
事業者についてご紹介します。〔 〕内の数字は、会
社コードです。
なお、認定事業者（全て）については、別刷「CIW

認定事業者一覧」をご覧ください。

＜新規(復活＊含む)：2社＞

D種

◆(株)辰起非破壊検査工業＊〔12〕(山口県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社

◆(有)ケイ・ダブリュウ超音波サービス〔247〕(大阪府)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社

＜種別変更：1社＞

B種

◆(株)IHI検査計測〔61〕(神奈川県)
認定検査部門：RT・UT・MT・PT
登録事業所　：本社、福浦事業所、磯子事業所、

愛知事業所、呉事業所

＜検査部門などの削除：1社＞

D種

◆(株)ワイ・イー・エス〔214〕(埼玉県)
認定検査部門：UT
登録事業所　：本社

＜認定の返上：1社＞

◆三協エンジニアリング(株)〔87〕(大阪府)

2014年4月1日現在の認定事業者数は次のとおり。
A種：16社／B種：10社／C種：27社／D種：69社／
合計：122社
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小生、本年2月で82歳になり、この3月で51年の付き合いのCIWを引退することになりました。

「RUMPES」は、その前身の「CIW通信」が1987年にスタートして以来27年になりますが、編

集後記は1998年のVol.12 No.1の江端誠編集委員長の執筆から始まり今回で66回目になり、小

生は委員長に次ぐ12回目の執筆になります。先月の編集委員会では、最後になるとは考えてお

らずに引き受けましたが、編集委員として最後の仕事ができて、何かの縁を感じています。小

生は趣味のカメラが役に立って、本誌の30周年記念号、50周年記念号では、「写真で見るCIW

の30年」、「写真で見るCIWの50年」の頁で貢献することができて、本当に嬉しく思っています。

最近は歳のせいか涙もろくなり、ロシアのソチにおける冬季五輪や、パラリンピックでの日本

の10代の選手やレジェンドの選手の活躍やメダル獲得の度に泣いては、女房に笑われました。

アベノミクスの効果か、デフレからは脱出したようで、何十年振りかの大手の優良企業での

ベースアップのニュースも本当に久し振りの嬉しい話題です。検査の業界も老朽化しつつある

社会のインフラの安全性のチェックが注目されて忙しくなりそうですが、技術者不足が少し心

配です。

本号では「ガスパイプライン」について岡本氏に、「HPIS E101」について酒井氏に、「Mo-

bile EDDyの紹介とPOD解析」について戸部氏にそれぞれ執筆して頂き、CIW検査業協会の技

術委員会から「A2形系STBを用いた鋼管円周継手の超音波探傷試験法に関する指針(2013改定)

の適用について」を報告して頂きました。いずれも皆様のお役に立つ記事と思います。

編集委員一同、皆様のお役に立つ「RUMPES」にするべく頑張りますので、今後ともご協

力をお願いいたします。

最後にこれまでの永年にわたる皆様方のご協力に対して、厚く御礼いたします。 （I.M）

編　集　後　記

一般社団法人 日本溶接協会
溶 接 検 査 認 定 委 員 会
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